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■イベントなび掲載の主催公演チケットは、インターネット、電話、当館2 階事務室、各プレイガイドにてご購入いただけます。
●発売初日は10:00からインターネットチケットサービス､
　チケットデスク専用電話でのみ受け付けいたします。
◎ U-25席は、公演当日に25歳以下の方が対象となります。
◎ 公演内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◎ 年齢記載がない公演は未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
◎ 表示価格は税込です。

http://koganei-civic-center.jp
インターネットチケットサービス

お好きな席を選択でき、コンビニエンスストア（セブン-
イレブン）でのお支払い･チケットの受け取りができます。

042-380-8099チケットデスク専用電話
10:00 ～19:00　休館日：第2・3火曜日
当館2階事務室
ご来館の上、直接お買い求めいただくことができます。
10:00 ～19:00　休館日：第2・3火曜日

ネット会員にご登録いただくと、チケット予約の際に名前や住所を入力
する手間が省けます。また、メールマガジンで、小金井 宮地楽器ホールが
取り扱うチケットの公演情報をお届けします。

[入会費･年会費] 無料　[ 会 員 期 限 ] なし
[ 入 会 方 法 ] 小金井 宮地楽器ホールホームページの
 「インターネットチケットシステム」よりご登録ください。

小金井 宮地楽器ホール　「ネット会員」募集中！！

一般4,000円　
U-25席2,000円

3,600円こがねい
メンバーズ

全席指定 一般3,500円　U-25席2,000円
3,200円こがねいメンバーズ

S席3,600円　A席2,700円こがねいメンバーズ

全席指定

S席4,000円　A席3,000円　U-25席2,000円
全席指定

大人2,500円
子ども（4歳～中学生）500円

大人
2,200円

こがねい
メンバーズ

全席指定

柳家権太楼 笑福亭鶴光 立川談幸 桂文治

ひとえに落語といっても、落語家によって雰囲気は千差万別。今回は
個性際立つ4人が抱腹大笑の落語会をお届け。新春らしく華やかな
和妻（マジック）も加え、初めて落語を見る方にもオススメの会です。

ババールの心の動きに合わせて変化するピアノ演奏。語りと絵本のスライドも加え
“聴いて”“見て”“感じる”素敵な音楽物語。その他、朗読つきの演奏や子どもたちも
聞きやすい小曲を加えた約50分のコンサートです。ご家族そろってお楽しみください。

アーティストとして、輝き続けるミューズたち。
小金井ゆかりの3人が織り成すアンサンブルもさることながら、
それぞれの人生に寄り添ってきた「とっておきの音楽」は必聴です！

ポップスを表現する唯一無二のヴァイオリニストNAOTO。葉加瀬太郎のサウンド
プロデュースや、映画･CMの音楽など幅広い活動で自身を“チェロ芸人”と呼ぶ柏木広樹。
ソロ活動と平行して数々のJ-POPアーティストの演奏サポートを担うピアニスト榊原 大。
予測不能な3人の化学反応をお楽しみに！

13:00
大ホール 271 （日）

2019

小金井市市制施行60周年記念事業

こがねいニューイヤーコンサート
東京楽所

～源氏物語が誘う「雅楽の世界」～

［ 予定曲目 ］ クライスラー：愛の喜び
ピアソラ：リベルタンゴ
スタイナー：タラのテーマ～映画『風と共に去りぬ』より～
NAOTO：HIRUKAZE
  ～ NHK『スタジオパークからこんにちは』テーマ曲～  ほか

14:00
大ホール 201 （日） 完売御礼！2019

14:00
大ホール 243 （日）

2019

好評販売中！

好評販売中！

14:00
大ホール 303 （土）

2019 好評販売中！

16:00
大ホール 232 （土）

2019 好評販売中！

【雅楽･能楽セット】

NAOTO（ヴァイオリン） 柏木広樹（チェロ） 榊原 大（ピアノ）

イベントレポート

「まちかどコンサート＠小金井市立緑中学校」（10／15開催）「まちかどコンサート＠小金井市立緑中学校」
街なかにアートをお届けする「まちかどコン

サート」。小金井ゆかりのヴァイオリニスト滝

千春さんによるコンサートを、文化祭のオー

プニングイベントとして開催しました。生徒

さんが製作した色鮮やかな貼り絵をバックに

演奏。演奏の合間には、海外留学時代～現

在までの写真を使い、“夢に向かって努力すること”や“日本と海外の文化の違

い”などのお話もあり、将来の夢をイメージする機会にもなりました。

「まちかどコンサート＠小金井市立小金井第一中学校」（11／1開催）「まちかどコンサート＠小金井市立小金井第一中学校」（11／1開催）

雅楽団体の東京楽所メンバーによる演奏（天平

琵琶、鳳笙、篳篥、竜笛）と、音楽プロデュー

サーの野原耕二さんによる、雅楽の成り立ち、

今も解明されていない楽器のフシギなどのレ

クチャーをお届けしました。「インターナショ

ナルな今だからこそ、日本のことをまず知ろ

う！」「次の1,000年に残る日本文化を作って

ほしい！」という熱いエールも送られました。

［ 予定曲目 ］
イ ザ イ：無伴奏ヴァイオリン･ソナタ 第3番「バラード」
イベ ール：2つの間奏曲
J.S.バッハ：無伴奏フルートのためのパルティータ
シュルツ＝エヴラー：
 ヨハン･シュトラウス2世「美しき青きドナウ」の主題によるアラベスク
マルティヌー：フルート、ヴァイオリン、ピアノのためのソナタ ほか

［ 演奏曲目 ］
サ ティ ：陣取り遊び
助川敏弥 ：「ちいさき いのちの ために」
プーランク：音楽物語「ぞうのババール」
   （ピアノ：高橋アキ
   語  り：柳家花緑）    ほか

『世界の絵本展』
（水）3 20 （日）～242019

市民ギャラリー

約30の国々の代表的な絵本、約360冊を展示します。
アメリカ、ヨーロッパ、アフリカやアジアなど、さまざまな
国の絵本を直接手にとってご覧いただけます。

日本が誇る伝統芸能「能楽」。
近年、ますます注目されるようになってきた能の、
“謡”や“舞”を体験し、その歴史に触れる入門講座です。

北見翼（和妻）

※膝上鑑賞不可
※4歳未満入場不可

［ 関連企画 ］

こがねいのミューズたちによる
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奥村 愛（ヴァイオリン） 高木綾子（フルート） 菊池洋子（ピアノ）

高橋アキ（ピアノ）　柳家花緑（語り）

2019
練習室［全2回］（日）

まもなく受付開始！3 （日）102 2019
小ホール

まもなく受付開始！

（日）102

1,000年ものあいだ、日本文化として
受け継がれてきた「雅楽」。
古来から変わらぬ形態をもつ雅楽の楽器の体験や、
雅楽の歴史を知る入門講座です。

［講師］雅楽団体「伶楽舎」

一般4,000円、こがねいメンバーズ3,600円
［ 受付開始 ］こがねいメンバーズ 12/16（日）　一般12/22（土）

（入場無料）

［ 時 　 間 ］14:00～（両日とも90分程度）
［ 定 　 員 ］20名 ※原則として2日間とも参加できる方
［ 参加費（2日間）］一般3,000円、こがねいメンバーズ2,600円
［ 受 付 開 始 ］こがねいメンバーズ 12/16（日）　一般12/22（土）

［ 時 　 間 ］11:00～（90分程度）
［ 定 　 員 ］20名
［ 参 加 費 ］一般1,500円、こがねいメンバーズ1,200円
［ 受付開始 ］こがねいメンバーズ 12/16（日）　一般12/22（土）

［講師］能楽師･津村禮次郎



答えは「イベントなび」来月号、または12/19頃の当館のツイートをチェック！

館内施設にまつわる ミニクイズ

8畳の間の掛け軸は「白圭（珪）尚可磨（は
くけい なお みがくべし）」と書いてあり、「完

全無欠の玉でもさらに磨くべきである」との意味
があります。4畳半の間の掛け軸は「喫茶去（き
つさこ）」と書いてあり、「お茶でもおあがり」とい
う意味があります。

  12月号クイズの答え

A.

Q. 和室（8 畳間、
4 畳半間）の

掛け軸は、それぞれ
何と書いてあるで
しょうか。

Q.
練習室 1～ 4には、備
え付けの楽器（貸し出
し有料）があります。そ
れぞれ何の楽器がある
でしょうか？

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

5(土) ○小 街の小さな音楽会 10：15開場
10：30開演

一部指定
無料

NPO法人 TOKYO アニモ［泉］
☎ 042-388-1276

6(日) ○小 0歳からの
はじめてのオーケストラ

 9：50開場
10：20開演

全席自由
0～6歳

1,000円
小学生以上

2,000円
要事前申込

特定非営利活動法人
遊び・文化NPO小金井こらぼ
☎ 042-384-2569
 koganei.kodomo@
　 gmail.com

9(水) ○小 昭和歌謡名曲カフェ 13：30開場
14：00開演

全席自由
800円

清水ピアノ会［清水］
☎ 090-4203-2450
 thinkandgrowrich07@
　 ezweb.ne.jp

9(水)～
13(日) ○Ｇ 絵画、陶器展示会 10：00～17：00

初日 11：00～ 無料
くりのみ会［渡辺］
☎ 090-1463-2585
 t-wata@kfy.biglobe.ne.jp

10(木) ○小 武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：30 体験無料
武蔵小金井スマイル合唱団
☎ 03-6304-0161［本部］
☎ 042-385-7426［大森］

11(金) ○小 川村奈美子 感謝祭 18：40開場
19：00開演

全席自由
2,000円

ムジカ･ケン
 info@namiko-
　 kawamura.com

12(土) ○小 ソシアルダンスの集い 13：10開場
13：20開演 700円 メイプル[天内 ]

☎ 042-388-4831

12(土) ○小
I CANTORI サロンシリーズ vol.22
オペレッタ『こうもり』ハイライト
（日本語上演）　　　　　　　   

19：00開場
19：30開演

全席自由
2,800円

I CANTORI チケット担当
☎ 080-5973-2077
 i.cantori.ticket@gmail.com

14(月・祝) ○大○小 成人の日記念行事 ※

［第一部］
10：30 開場
11：00 開演
［第二部］
12：45 開場
13：15 開演

全席指定
無料

小金井市教育委員会
生涯学習課
☎ 042-387-9879
 k020199@koganei-shi.jp

16(水) ○小 マリエッタダンスパーティー 13：20開場
13：20開演 600円 マリエッタ

☎  042-336-5649

17(木) ○小 武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：30 体験無料
武蔵小金井スマイル合唱団
☎ 03-6304-0161［本部］
☎ 042-385-7426［大森］

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(木) ○小 駅前ダンスパーティー 13：15 開場 一般 700円
会員 500円

公益財団法人 小金井市体育協会
加盟団体 ダンススポーツ連盟
事務局［小松］
☎  042-384-1911

19(土) ○小 ピアノ発表会 16：00開場
16：30開演

全席自由
無料

いしだピアノ教室
HP http://ishidapiano.com

20(日) ○大

主催
こがねいニューイヤーコンサート
東京楽所
～源氏物語が誘う「雅楽の世界」～

13：30 開場
14：00 開演 完売御礼

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

21(月) ○大 青春歌の広場　　　　　　　 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700円

青春歌の広場 [松川 ]
☎ 080-1056-0686

22(火) ○小

主催
友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
時代考証のプロが語る！
落語にみる江戸のくらし リターンズ！

13：45開場
14：00開演 満員御礼

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

23(水) ○小 小金井 ブランチタイムコンサート 10：00開場
10：30開演

全席自由
1,000円

大滝事務所［大滝］
☎ 090-1852-7879
 ofi cina_de_otaki@
　 yahoo.co.jp

25(金)～
29(火)

○小
○Ｇ 小金井市小中学校連合作品展

9：30～16：30
初   日～19：00
最終日～12：00

無料 小金井市教育委員会 指導室
☎ 042-387-9877

26(土) ○大
社会福祉法人 
小金井市社会福祉協議会
創立60周年記念 福祉大会

13：00 開場
13：30 開演

一部指定
無料

社会福祉法人 
小金井市社会福祉協議会 
地域福祉係［石塚］
☎ 042-386-0294
 k-shakyo@jcom.home.ne.jp

27(日) ○大
主催
こがねい落語特選
新春 落語の彩  ～躍る個性～

12：30 開場
13：00 開演

一般3,500円
U-25席2,000円
こがねいメンバーズ

3,200円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

30(水) ○小 ソシアルダンス 13：10開場
13：20開演 700円 クインテット[前田 ]

☎ 042-381-3863

31(木) ○大
コンチェルティーノ･フィオレンテ vol.14
吉田浩之・小林加代子 
門下生によるコンサート

プレコンサート開場
16:45 
プレコンサート開演
17:00 
本公演開演
18:00 

全席自由
無料

［丸山］
☎ 090-2660-2193
 concertinofi orente@
　 gmail.com

31(木) ○小 「キヨミ」ダンスパーティー 13：10開場
13：20開演

一般 700円
会員 500円

キヨミダンス［関根］
☎  080-5020-5293

2018年11月10日現在の情報です。
主催者から掲載希望があった催し物のみ掲載しています。

こちらに掲載されているイベントに関するお問合せは、各お問合せ先へお願いします。

チケット発売のお知らせや、施設利用抽選会な
どの便利情報のほか、コンサートや紙面制作の
裏側、小中学校への訪問レポート、季節の豆知
識などをツイート。
“フォロー”“いいね”お待ちしています！
［公式］小金井 宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）

@koganei_civic

ツイッター投稿中！！

●住 所：〒184-0004東京都小金井市本町6-14-45
　　　　　　　（JR中央線「武蔵小金井駅」南口駅前）
●休 館 日：第2・3火曜日（祝日の場合はその直後の平日）
　　　　　　　年末年始および保守点検日
●開 館 時 間：9：00～22：00
●受 付 時 間：9：00～20：00
　　　　　　　（施設利用申込・お支払、チケット委託販売申込）
●チケット受付：10：00～19：00（チケット購入・予約）
平成 30年12月15日発行 vol.79　編集・発行：小金井市民交流センター 指定管理者 こがねいしてぃ共同事業体

http://koganei-civic-center.jp

お問合せはこちら

チケットのご予約は
こちら

☎042-380-8077 受付時間：9：00～22：00
チケットデスク
インターネット
チケットサービス http://koganei-civic-center.jp

☎042-380-8099 受付時間：10：00～19：00

※ マークが付いている公演のチケットは、当館 2階事務室、
　 マークが付いている公演のチケットは、インターネットチケットサービス、
　 マークが付いている公演のチケットは、チケットデスク専用電話でもお取り扱いがございます。
※会場　○大…大ホール　○小…小ホール　○G …市民ギャラリー休館日…2018年12月29日（土）～2019年1月3日（木）、8日（火）、15日（火）

イベントCALENDAR1月
January

vol.79

～飯田有抄のクラシックは面白い！～
第36回～第38回は、クラシック音楽ファシリテータ－の飯田
有抄がナビゲーターとなり、第一線で活躍する音楽家から、
クラシック音楽のうんちく、トリビア、裏話を聞き出します。

［時間］各回11：00開講（10：30開場） 約60分
［場所］1階 マルチパーパススペースＤ（スペース「N」）　　［定員］30名
 こがねいメンバーズ会員のみ参加事前予約可（10席分、会員1名につき2席まで）
 第37回は12/16（日）、第38回は1/16（水）より受付開始。

［入場無料］

会員特典

（全3回）

第●36 回 11月25日（日）ゲスト：滝 千春（バイオリニスト） ←※終了しました
第●37 回  1月13日（日）ゲスト：水内謙一（リコーダー奏者） 
第●38 回  2月17日（日）ゲスト：菊池洋子（ピアニスト）　

本紙「イベントなび」にイベント情報を掲載しませんか？「イベントなび」は小金井市内を中心とした新聞折込の
ほか、友の会会員へ送付、小金井市内や近隣市の公共施設等にも設置しています。
■サイズ：１枠　約45mm× 約124mm
■掲載料：1回１枠　税込10,000円～20,000円（号により異なります。）

■掲載位置：本紙裏面下部
■色：2色　　　　※詳細はお気軽にお問合せください。

「イベントなび」広告掲載募集

サ大滝 俊 大滝 俊 大滝 俊 ピピピアアアノノノアノアアアノアノアノアアアノア・・・・ソソソロロロ・・・コココンンンサササーーートトト大滝 俊 ピアノ・ソロ・コンサート大滝 俊 ピアノ・ソロ・コンサート
ショパン：マズルカ 第 9 番 ハ長調 作品 7-5 
　　　　  マズルカ 第 23 番 ニ長調 作品 33-2

小金井 宮地楽器ホール 小ホール会 場

【全席自由】1,000 円 　（当日会場にて）価 格

プログ
ラム

2019 年1月23日（水）日 程 時 間 10：30  開演（10：00 開場）

小金井 ブランチタイムコンサート小金井 ブランチタイムコンサート

【チケット・お問合せ】大滝事務所 ☎090-1852-7879 ／☎042-306-1607

広告

●提携店も募集中●
「こがねいメンバーズ」会員証提示で、割引な
どのサービスを提供いただける提携店を募集
しています。参加いただくと、店舗情報を当
館利用者に広くPRできます。
（詳細はお問い合わせください。）

特典 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5

特典 6

年会費 2 , 0 0 0 円で楽しみが盛りだくさん！
友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！！

チケットの先行予約
チケットの 10％割引販売
会員限定イベントへのご参加
チケット送料無料

提携店での各種特典
公演チラシや会報のご郵送

※成人の日記念行事のため、当館は全フロア新成人および関係者のみ入場可能です。
　一般の方は入館できませんのでご注意ください。なお、成人式終了後（17時以降予定）は入館できます。


